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7月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名 設立時期

所在地

三菱東京UFJ銀 中国長江三峡
行
集団

事業項目
銀行融資

パナソニック

大連冷凍機

松下冷機系
統

永谷園ホール
ディングス

香港系投資会
社

永谷園食品

アルパイン

ニューソフト

東軟睿馳汽
車技術

資本金

概要

8億ドル(約 中国の国有企業、中国長江三峡集団に
820億円) 8億ドル(約820億円)を融資する。邦銀の
中国企業に対する1回の貸し出しは最大
になる。三峡集団は資金をブラジルにお
ける水力発電所の経営権取得に充て
る。【日経 07.01】
中国の大連冷凍機と共同出資で大型冷
凍機の生産や販売、保守点検を手掛け
る新会社を設立した。食品スーパーやコ
ンビニエンスストアなどの顧客を開拓す
る。パナソニックが80％、大連冷凍機は
20％を出資する。【日経 07.02】

2016年11月

江蘇省南通
市

生産・販売

8億円

中国江蘇省南通市に半生タイプの袋入
り麺やスープなど生産・販売を手掛ける
合弁会社を設立すると発表。新たに自
社工場を建設して中国事業の年間売上
高を数年内に10億円に育てる。資本金
は永谷園が60％、投資会社が40出資す
る。【日経 07.16】

76億1500
万円（アル
パイン中
国法人；
39％、
ニューソフ
ト41％、両
社の投資
事業有限
責任組合
が20%

アルパインとニューソフトの合弁会社「東
軟睿馳汽車技術」がEV向けのバッテリー
マネージメントシステムを開発し、バッテ
リーに組み込み中国の車メーカーに納
入する。【日刊工業 07.21】

7月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関
不二越

現地企業

設立時期など

所在地

事業項目

事業費
200億円

概要
200億円を投じて、ロボットを使った製造
現場の自動化システムの営業拠点と工
場を国内外に新設する。【日経 07.04】

鹿島

カジマ・オー 2018年
バーシーズ・ 末
アジア(KOA)

芝浦メカトロニク
ス

2016年
度中

日本ペイント
ホールディング
ス

ローソン

香港島中心 高層ホテル
部のワンチャ
イ地区

中国国内

中国国内

現地法人

香港でのホテル運営事業を拡大するた
め、新たに高級ホテルを建設すると発
表。香港島中心部のワンチャイ地区に、
地上31階建てのホテルを建てる。6月30
日に着工し、完成は2018年末を予定。
19年の開業を目指す。【日刊工業
07.05】
保守サービス
中国で液晶パネル製造装置の保守やカ
拠点
スタマイズ(改造)の業務を拡大する。保
守・サービス人員を1.5倍に増強。改造を
担う技術者も増やし、中国拠点の人員に
占める割合を50％超にする。中国で事
業体製を整備し高まる保守需要に応じ
る。【日刊工業 07.15】
建築塗料生 3年間で約 中国で塗料生産を増やす。3年間で約
産工場
300億円 300億円を投じて内陸部の大型工場2ヶ
所をはじめ建築塗料の生産拠点を9ヶ所
新設。自動車用を含めた2020年の中国
での生産能力を15年比7割増の年360万
トンにする。まず200億円を投じて内陸の
湖北省と河南省に各1ヶ所、大型工場を
建設する。小型工場も湖北省や江蘇省
にい整備し、合計の拠点数を3年後に
38ヶ所にする。販売網も拡大する。18年
末までに十慶市などを中心に取扱店舗
を増やし、総店舗数を15年比で5割増の
6万5000店以上にする。【日経 07.15】

中国国内

コンビニエン
スストア

ゼンショーホー
ルディングス

中国国内

牛丼

吉野家ホール
ディングス

中国国内

牛丼

ハウス食品グ
ループ本社

中国国内

カレー

中国進出20周年の記念式典を上海市内
で開いた。同市内にある中国1号店で式
典が開かれた。2020年までに上海市内
を中心に地域を拡大し、2千～3千店規
模を目指す考えだ。【産経 07.20】
2017年3月期に中国で77店を出店する
ほか、台湾に13店、インドネシアに85点
出店する計画がある。【日経 07.20】
17年2月期に中国で52点を出店する。6
月には中国の広東省深圳市で現地顧客
のニーズを取り込んだ新型店を出店し
た。【日経 07.20】
中国事業を拡大する。これまで営業ス
タッフが駐在する拠点は北京や上海など
主要都市に集中していたが今後は内陸
部の都市に拠点を開く。山東省煙台市
や福建省泉州市など新設。【日経産業
07.25】
インバーターのアプリケーション開発を
中国で始めた。欧米に日本と中国を含
めた開発の世界4極体制を確立する。中
国で開発するのは汎用インバータ「1000
シリーズ」のほか4月発売の「GA700シ
リーズ」。日本で基本設計した後、ニーズ
に合わせ現地で改良する。【日刊工業
07.28】

安川電機

7月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本･外国企業 中国企業・機関
東芝ライフスタイ 美的集団グ
ル
ループ

現地企業
美的集団グ
ループ香港
子会社

設立時期など

所在地
香港

事業項目
白物家電事
業

事業費

概要
中国家電大手の美的集団グループに売
却する手続きが完了したと発表。全株の
うち80.1％を美的香港の子会社に約514
億円で売却し、本体から切り離した。【日
経 07.01】

NEC

レノボNECホー 中国レノボ
ルディングス

村田製作所

日立製作所

0 日立電梯

三菱ケミカル
ホールディング
ス
デクセリアルズ

2017年

江蘇省・無錫
市

2016年
内

広州市

今年末

中国レノボグループに、両社の合弁会社
のレノボNECホールディングスの株式を
売却する。保有する4万9000株のうち4万
1000株を6/28に約200億円で譲渡。ほ
ぼ同額を2017年3月期に営業外利益とし
て計上する。統括会社はNECパーソナ
ルコンピュータとレノボ・ジャパンという2
社が事業会社を持つ。レノボが51％、
NECが49％を出資している。【日経
07.02】
約100億円 2017年3月期に中国とフィリピンの子会
社に合計約150億円を増産する。中国江
蘇省・無錫市の子会社に約100億円・当
面は大きな資金需要はないが将来の設
備投資に備える。16年3月末時点での本
社から子会社への貸付金は中国に㌦建
てで15億円であった。【日経 07.13】
エスカレター
開発・生産技
術

2016年内に、エスカレーターの開発や生
産技術に関する機能の大部分を中国に
集約する。1ヶ所で集中的に作業する体
制に移行して開発を迅速化し、商品力
強化とコスト低減につなげる。【日刊工業
07.18】
中国とインドで合成繊維の原料事業から
撤退する。今月末までに現地で事業を
売却する。【日経 07.27】
江蘇省蘇州市にある2工場をと統合する
と発表。電子材料を生産する工場を閉
鎖し、液晶パネルの貼り合わせを担う工
場に集約する。16年度は約8億円の関連
費用が発生すると見込むが、17年度に
は約11億円の固定費削減につながると
する。【日経 07.29】
中国のスポーツ用品販売事業から撤退
すると発表した。現地子会社の清算手続
きに入る。【日経 07.30】

合繊原料

2017年6月 江蘇省蘇州

複合材料

市

アルペン

7月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本・外国企業 中国企業・機関

所在地

事業項目

日本政策金融
公庫

平安銀行

中国全土

銀行

新日鉄住金化
学

星際塑料

広東省

廃プラ

いすゞ自動車

慶鈴汽車グ
ループ

中国国内

大型トラック
開発

契約額

概要
日本政策金融公庫は中国の大手商業
銀行、平安銀行と業務提携した。日本公
庫が平安銀行に対して債務保証にため
の信用状を発行することで中国に進出
する日系中小企業の人民元調達を支援
する。中小企業は現地法人が事業活動
で得た資金をそのまま返済原資に充て
ることができ為替リスクを回避できる。【日
経産業 07.05】
廃プラスチックの使用比率を50％以上に
高めた再生樹脂を開発しリコールの複合
機に供給を始めた。NSCCも出資する新
ケミカル商事が廃プラを集めてペレット
化し中国に輸出して現地大手の星際塑
料がコンパウンドにする体制を構築し
た。【日刊工業 07.05】
2017年度までに中国・慶鈴汽車グルー
プと大陸での長距離輸送を見据えた大
型トラックを開発する。日本に投入する
大型車より一回り大きいキャブ(運転席)
を設計。中国で製造販売し、東南アジア
(ASEAN)への輸出も視野に入れる。【日
刊工業 07.25】

7月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業

本社所在地

事業項目

貿易額

概要

三菱東京UFJ銀
行

国際決済シ
ステム

中国人民銀行が導入した人民元の国際
決済システム「CIPS」に接続したと正式に
発表した。中国大陸と直接決済できるよ
うになるため取引の効率化につながる。
【日経 07.12】

みずほ銀行

国際決済シ
ステム

中国人民銀行が導入した人民元の国際
決済システム「CIPS」に接続したと正式に
発表した。中国大陸と直接決済できるよ
うになるため取引の効率化につながる。
【日経 07.12】

スマホ決済

高島屋は中国人旅行者向けのスマート
フォンを使った決済サービスを拡充す
る。アリババ集団の「支付宝(アリペイ)」に
続き、SNS(交流サイト)大手、騰訴控股
(テンセント)が手掛ける「ウィーチャット・
ペイメント」も導入する。日本橋店や新宿
店など大型店に導入する。【日経 07.15】

鎮痛剤

消炎鎮痛剤「アンメルツ」の海外販売を
広げる。2018年までに欧州と北米、中国
の3エリアで新たに販売を開始する計画
だ。【日経産業 07.19】
中国・上海市で亡くなった人の体を清め
るサービスを始めると発表した。2015年8
月に上海市に設立した100％子会社を
通じて7月末をめどに上海市の国営葬儀
場と契約する。【日経産業 07.20】
少量の貨物から利用できる欧州－中国
間の鉄道輸送サービスを近く始める。欧
州域内と中国国内のトラック輸送も手掛
け企業間物流を一貫して請け負う。輸送
費は航空便の最大3分の1に下げること
ができる見込み。【日経 07.26】

高島屋

騰訴控股(テン
セント)

日本

小林製薬

ケアサービス

上海市

葬儀関連事
業

日本通運

鉄道輸送
サービス

DMG森精機

工作機械

数億円規 DMG森精機はアジア域内で工作機械の
模
保守サービス車両の導入を進める。年内
に中国の約100台投入していく。北京や
上海など大都市圏を中心に配置してい
く。【日経産業 07.26】

7月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地

事業項目

概要

7月の中国企業・機関の海外進出
日本・外国企業 中国企業・機関
ウエハー製造企 中芯国際集成
業Lファンドリー 電路製造
(SMIC)

テレフォニカ

中国聯通

英オデオン・ア 大連万達集団
ンド・UCIシネマ （ワンダ・グルー
ズ
プ）

設立時期など

進出地
イタリア

事業項目
製造企業

投資額

概要
中芯国際集成電路製造(SMIC)は、イタリ
アのウエハー製造企業Lファウンドリーを
買収すると発表した。Lファウンドリー・
ヨーロッパとマルシカ・イノベーションから
持ち分70％を4900万ユーロで買収す
る。【日刊工業 07.05】
テレフォニカ(スペインの通信大手)は香
港上場の中国聯通の株式の一部を売却
する。発行済み株式の約1.9％に相当し
売却額は3億6400万ドル(約370億円)。
【日経 07.12】
大連万達集団（ワンダ・グループ）が欧州
最大手の英オデオン・アンド・UCIシネマ
ズを総額9億2100万ポンド（約1300億円）
で買収すると発表した。【日経 07.14】

独クーカ

美的集団

米ビジオ

楽視網信技術

レドバンス

木林森など

印度グランド・
ファーマ

復星集団

2017年9
月までに

0 インド

美的集団が独産業用ロボット大手クーカ
のTOB（株式公開買い付け）で保有株が
以前からの持ち分13.5％と合わせて
85.69％になったと発表した。さらに7/21
～8/3まで2回目となるTOBを追加する計
画を公表した。【日経 07.21】
楽視網信技術は米のビジオを20億ドル
（約2100億円）で買収すると発表した。こ
れを機に北米のテレビ市場に進出する。
【日経 07.27】
独オスラムは子会社レドバンスを中国
LED照明大手の木林森や中国に拠点を
置く投資会社からなる企業グループに売
却すると発表した。売却額は4億ユーロ
（約460億円）超。【日経 07.28】
復星集団はインドの製薬会社グランド・
ファーマを約12億6000万ドル（約1300億
円）で買収すると発表した。復星傘下の
復星医薬集団がグランド・ファーマの創
業家や米投資会社コールバーグ･クラビ
ス・ロバーツ（KKR）からグランド株の計
86％を取得する。【日経 07.30】

